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チェルノブイリ原発事故から30年後の放射能汚染
イノシシ肉 4711ベクレル／kg
チェ原発から1100km西



今、なお続く
日本の食品の放射能汚染

厚生労働省 食品中の放射性物質

検査結果から 2015年10月～2016年9月





きのこの最高汚染は？
 最高は長野県 佐久市 チャナメツムタケ

放射性セシウム合計 910ベクレル／kg
2015年11月

 菌床栽培 最高は栃木県 日光市 マイタケ
放射性セシウム合計 32ベクレル／kg 2016
年8月

 菌床栽培 福島県だと 南会津町 チチタケ
放射性セシウム合計 45ベクレル／kg 2016
年8月



原木栽培のきのこでは？
 原木栽培 茨城県 最高は 常陸太田市 マイ

タケ 放射性セシウム合計 49ベクレル／kg
2016年9月

 原木栽培 宮城県 最高は 不明市

シイタケ 放射性セシウム合計 100ベクレ

ル／kg 2016年9月

 原木栽培 千葉県 最高は 不明市

シイタケ 放射性セシウム合計 68ベクレル／

kg 2016年7月



野生きのこの最高値は？
 野生きのこ 最高は 静岡県 富士市 ショウゲ

ンジ 放射性セシウム合計 350ベクレル／kg
2016年9月

 福島県 最高は 相馬市 モミジガサ（シドゲ）

放射性セシウム合計 16ベクレル／kg

2016年5月

 茨城県 最高は 常陸大宮市 ムラサキシメジ
放射性セシウム合計 78ベクレル／kg

2015年10月



きのこはどこまで汚染？
 原木栽培 静岡県 最高は 伊豆市旧

修善寺町 シイタケ 放射性セシウム合
計 23ベクレル／kg 2015年12月

 原木栽培 新潟県 最高は 村上市 シ
イタケ 放射性セシウム合計 5.1ベクレ
ル／kg 2015年10月

 原木栽培 秋田県 最高は 湯沢市 シ
イタケ 放射性セシウム合計 13ベクレ
ル／kg 2016年5月



海の放射能汚染

厚生労働省 食品中の放射性物質

検査結果から 2015年10月～2016年9月



魚類（海）
 カツオ 千葉県沖 最高は 勝浦市

放射性セシウム合計 0.63ベクレル／kg
2016年7月

 スズキ 茨城県沖 最高は 神栖市沖
放射性セシウム合計 39ベクレル／kg
2015年11月

 ヒラメ 宮城県 最高は 仙台湾

放射性セシウム合計 5.2ベクレル／kg

2016年7月



東電 福島第一原発事故前の魚の
放射能汚染は？

0.6ベクレル／kg

0.12ベクレル／kg



東電 福島第一原発事故前の魚の
放射能汚染は？ 2009年度

 スズキ 福井県越廼沖 放射性セシウム
合計 0.2ベクレル／kg 2009年4月

 ヒラメ 島根県島根海域 放射性セシウム
合計 0.16ベクレル／kg 2009年12月

―2009年度 原子力施設周辺

環境放射線モニタリング調査



川・湖の放射能汚染

厚生労働省 食品中の放射性物質

検査結果から 2015年10月～2016年9月



魚類（湖・河川） アユ
 アユ 福島県福島市 阿武隈川

放射性セシウム合計 64ベクレル／kg
2015年10月

 アユ 宮城県丸森町 阿武隈川
放射性セシウム合計 68ベクレル／kg
2016年7月

 アユ 栃木県大田原市 那珂川
放射性セシウム合計 19ベクレル／kg
2016年8月



魚類（湖・河川） イワナ
 イワナ 福島県大玉村 杉田川（阿武隈川水系）

放射性セシウム合計 99ベクレル／kg
2015年10月

 イワナ 群馬県中之条町 上沢渡川
放射性セシウム合計 120ベクレル／kg
2016年6月

 イワナ 岩手県一関市 砂鉄川水系
放射性セシウム合計 130ベクレル／kg
2016年5月



大地の放射能汚染

厚生労働省 食品中の放射性物質

検査結果から 2015年10月～2016年9月



お米
 米 福島県 いわき市

放射性セシウム合計 63ベクレル／kg
2015年11月

 米 群馬県 片品村
放射性セシウム合計 5.1ベクレル／kg
2015年10月

 米 山形県 不明市
放射性セシウム合計 0.64ベクレル／kg
2016年8月



 47都道府県でお米（精米）は44都道府県が不検出。

 検出されたのは3県。

 福岡県 筑紫野市 セシウム137 0.93ベクレル／kg
2009年12月

 福島県 福島市 セシウム137 0.027ベクレル／kg
2009年11月

 長崎県 佐世保市 セシウム137 0.016ベクレル／
kg 2010年1月

東電 福島第一原発事故前のお米
の放射能汚染は？2009年度



ふたたび大地の放射能汚染

厚生労働省 食品中の放射性物質

検査結果から 2015年10月～2016年9月



そば
 秋そば 福島県 三春町 旧御木沢村

放射性セシウム合計 15／kg
2015年11月

 そば 露地栽培 宮城県 栗原市
放射性セシウム合計 16.4ベクレル／kg
2016年8月

 そば 露地栽培 岩手県 奥州市
放射性セシウム合計 190ベクレル／kg
2015年11月



大豆
 大豆 福島県 天栄村 旧大里村

放射性セシウム合計 80ベクレル／kg
2015年11月

 大豆 宮城県 大崎市 川渡村
放射性セシウム合計 27ベクレル／kg
2015年12月

 大豆 栃木県 日光市
放射性セシウム合計 17ベクレル／kg
2015年11月



2016年5月、6月埼玉県産ニンジン
から3.4ベクレル／kg

2016年5月26日採取 埼玉県 不明 産ニン
ジン 放射性セシウム 3.4ベクレル／kg

（札幌市検査 6月8日結果公表）

2016年5月26日採取 埼玉県 不明 産ニン
ジン 放射性セシウム 3.4ベクレル／kg

（札幌市検査 6月13日結果公表）

2016年6月6日採取 埼玉県所沢市産ニンジ
ン 放射性セシウム 10ベクレル／kg

（埼玉県検査 6月13日結果公表）



ニンジンの放射能汚染の経過
厚生労働省 食品中の放射性物質より

改めて、2011年3月からの、ニンジンの放射能汚染を調べたところ

 2011年は、福島県南相馬市、いわき市、茨城県守谷市の3検体の
み。最高値10ベクレル／kg。

 2012年は、7検体。福島県二本松市、いわき市、桑折町、茨城県守
谷市、千葉県 不明、青森県六ヶ所村、群馬県沼田市。最高値11
ベクレル／kg。

 2013年は、1検体のみ。千葉県 不明。1.1ベクレル／kg。

 2014年は、2検体。茨城県矢板市、福島県桑折町。最高値11ベク
レル／kg。

 2015年は、検出検体はなし。

 2016年7月31日現在。埼玉県の3検体のみ。最高値10ベクレル／
kg。

これは何なのか？埼玉県だけの問題ではないように思う。



たけのこ
 たけのこ 千葉県 我孫子市

放射性セシウム合計 62／kg
2016年5月

 たけのこ 宮城県 大崎市
放射性セシウム合計 220ベクレル／kg
2016年5月

 たけのこ 宮城県 丸森町
放射性セシウム合計 130ベクレル／kg
2016年6月
 たけのこ 茨城県 阿見町
放射性セシウム合計 36ベクレル／kg
2016年5月



さつまいも
 さつまいも 茨城県 不明

放射性セシウム合計 3.8／kg
2015年12月

 さつまいも 千葉県 不明
放射性セシウム合計 3.7ベクレル／kg
2015年10月

 さつまいも 福島県 郡山市
放射性セシウム合計 9.7ベクレル／kg
2016年2月
 たけのこ 栃木県 那須町
放射性セシウム合計 4.3ベクレル／kg
2016年8月



れんこん
 れんこん 茨城県 美浦村

放射性セシウム合計 20／kg
2015年11月

 れんこん 茨城県 阿見町
放射性セシウム合計 11ベクレル／kg
2016年4月

 れんこん 茨城県 牛久市
放射性セシウム合計 7.5ベクレル／kg
2015年11月

 れんこん 千葉県 不明
放射性セシウム合計 2.3ベクレル／kg
2016年8月



くり
 くり 宮城県 加美町

放射性セシウム合計 8.4／kg
2015年10月

 くり 栃木県 那須烏山市
放射性セシウム合計 3.4ベクレル／kg
2016年9月

 くり 茨城県 不明
放射性セシウム合計 2ベクレル／kg
2015年10月

 くり 福島県 いわき市
放射性セシウム合計 61ベクレル／kg
2015年10月



原発事故前

日本人はどれくらいのセシウム137、
ストロンチウム90を食べていたのか？

（大人1人1日あたり）



大人 1日1.0ベクレル

大人 1日0.1ベクレル



大人 1日0.6ベクレル

大人 1日0.2ベクレル



内部被ばく1ミリシーベルトは死の危険



自家栽培の野菜食べ福島の男性２人
毎日新聞2012 年08 月22 日15 時00 分

市場に流通しない自家栽培の野菜を食べた福島県の７０代男性２人が、比較的
高い１万ベクレル超の放射性物質を取り込む内部被ばくをしていたことが、東京
大医科学研究所の調査で分かった。うち１人は約２万ベクレルに達したが、これ
による被ばく線量は年０．８５ミリシーベルトで、国が設けた食品からの被ばく限度
（年１ミリシーベルト）は下回った。調べた坪倉正治医師は「健康被害が出るレベ
ルではないが、自家栽培の野菜などを食べる場合は検査してほしい」と話す。

２人の男性は、同県川俣町と二本松市在住。今年７～８月、内部被ばく量を測
定する装置「ホールボディーカウンター」を使い、体内の放射性セシウム（１３４と１
３７）の量を調べた。その結果、川俣町の男性からは１万９５０７ベクレル、その妻か
らは７７２４ベクレルが検出された。二本松市の男性の内部被ばく量は１万１１９１ベ
クレル、妻は６７７１ベクレルだった。いずれも東京電力福島第１原発事故で放出
された放射性セシウムを食品から取り込んだとみられる。

川俣町の夫婦は、同県浪江町の原木で自家用に栽培したシイタケや自宅近く
で採ったタケノコ、干し柿などを毎日食べており、シイタケからは１４万ベクレルを
超す放射性物質が検出された。二本松市の夫婦は、この夫婦からもらった野菜
を食べていたという。【河内敏康】



国際放射線防護委員会の
放射線防護モデルに従うと

「内部被ばく1ミリシーベルト」
はこれだけの被ばく

第3回 福島県県民健康管理調査検討委員会議事録（2011年
7月24日）より 放射線医学総合研究所が作成





大人なら、からだに5万1000ベクレルの放射性セシウムがたまっ
ていて、やっと1ミリシーベルトになる！！！



先の1万9507ベクレルの川俣町の男性の体重を60kgと
すれば、333ベクレル／kg。これは医学的対策が必要
なレベルを超え、危険なレベルに近づいている。



川俣町のこの男性は
翌年の夏（2013年8月）突然死された


